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Abstract: There are complicated and bad complications, which may be a space crowded with scenery in a street space at once. In this 
study, boundaries that enclose this ambiguous area are classified. The factors (ambiguity) that form the ambiguous boundary in the 
current situation (mainly type 1) are elements of information, goods, and activities and those resulting from the current situation, 
ambiguous boundary factors (type 2), are visual continuous. Each element of sex, space continuity, reachability existed. 
 
１．はじめに 

街路は都市空間を構成する重要な要素である．景観

的に煩雑と評される図-1 から図-3 に示した街路のう

ち，広告看板のみが掲出された図-1 のような境界を

あいまいにする街路は（1）賑わいがあり，個性のあ
る楽しげな良いゴチャゴチャした空間（図-2），（2）
どこにでもあるような広告看板や商品が店頭に掲出

されているのみで雑多な悪いゴチャゴチャした空間

（図-3）である．街路空間の境界自体は道路・歩道な

どの公的空間，店舗・民家などの私的空間を分ける敷

地境界が存在するが，実際は敷地境界で完全に仕切ら

れているとは言い難い．都市空間の様々な個性，それ

ら特有の性格は，このあいまいな境界によるものが大

きいと考えられる．日本建築ではあいまいな境界につ

いて庇や縁側を挙げているが，街路上のあいまいな境

界の構成要素に着目した研究 1）の蓄積は少ない． 
以上のことから，前述の“ゴチャゴチャ”した街路

空間が形成される一因には，あいまいな境界の存在が

少なからず影響していると推察される．そこで本研究

では，その構成や内容に着目して分類を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．研究方法 

本研究では東京都，千葉県，広島県，他国ではフラ 

ンス，中国，香港，繁華街・商店街の写真を撮影し，

あいまいな境界を形成する要因を考察した． 
３．研究結果 

あいまいな境界の形成要因を様々な事例から考察

していくと，主に現在の状態があいまいな境界を形成

している要因（タイプ 1）と，主に現在の状況から想
定される行動によって形成される要因（タイプ 2）が
存在した． 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)現在の状態がグレーゾーンを形成している 

要因（タイプ1） 

a)情報 

本要素では，平野 2）によるいわゆる「街並メッセー

ジ論」の手法を参考にする．例えば，図-5 赤枠部に

示した焼鳥を焼く人は店内直観情報，陳列された焼鳥

の商品は店外論理情報となる．他方，「焼鳥 1串 80円」
は店外論理情報となり，店の奥に同様の貼り出しがあ

った場合は店内論理情報となる．本研究では直観情報

と論理情報に区別するのは変わりないが，店外の焼鳥

（店外直観情報）や値札「焼鳥 1 串 80 円」などの論
理情報はあいまいな境界を形成することから，後述す

る b)モノに分類される．そのため，ここでは情報を

発している物は店内外に出ているか否かで分類した． 
情報は視覚情報，嗅覚情報，聴覚情報に分けられ，

反対側にある空間の情報を存在する側の空間で受け 
１：日大理工・院（前）・まち ２：日大理工・教員・まち 

図-4 あいまいな境界の概念図（作図：渡辺） 
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る場合である．その雰囲気等を得ることにより，あい

まいな境界が形成される．視覚情報は，街路上から店

内で焼鳥を焼く人が見える図-6 麻布十番の場合であ

る．ただし，本研究では建築境界を公的空間，私的空

間の境界とし店内・外を区別した．嗅覚情報は，ウナ

ギや焼鳥を焼くニオイなどであり，聴覚情報は物売り

の声かけや，店内の賑わいなどがこれにあたる． 
b)モノ 

公的空間と私的空間の境界を越えた商品そのもの

やイス，テーブルのような活動に関わる装置，看板の

ような情報提供装置などがこれにあたる．私的空間側

でみると，公的空間から同一の舗装が私的空間へ連続

する場合が考えられるが，その実例は見られなかった． 
c)活動 

公的空間と私的空間の境界を挟んでの売買活動や

それに伴う待ち行列，路上に展開されたオープンカフ

ェでの飲食活動（わが国では路上占有許可の関係で多

くは見られない）などが挙げられる．図-6 下高井戸

で見られるような売買活動が挙げられ，公開空地であ

る私的空間を通り抜ける行為が挙げられる． 
 (2)主に現在の状況から想定される行動により 

形成される場合の要因（タイプ 2） 

現在の状況から，自分が存在する空間から反対側の

空間へと行けそうだ，などと想像することによって仮

想行動が生じ，あいまいな境界が形成される要因とな

り，境界の条件としては a)視覚的連続性，b)空間連

続性，c)到達可能性の有無が挙げられる．なお，前述

のタイプ 1で示した境界の要素のうち，情報やイスに
よる要因はこのタイプ 2の要因ともなり得る． 
a)視覚的連続性 

概ねタイプ 1 の視覚と同一で，図-6 新宿で示した

ように「見える」ことにより「～できそう」という仮

想行動が発生し，あいまいな境界が形成される． 
b)空間連続性 

反対側の空間と自分の存在する空間が同一である

と認識できる場合である．前項で示した視覚的連続性

によるあいまいな境界と類似すると考えられる．図-6 

浅草のようにガラスで仕切られている場合，a)視覚的

連続性は保証されているがガラスのない場合と比較

すると空間連続性が保証されていないといえる． 
c)到達可能性 

「行ける」ことが視覚的に明らかで「行く」行動が

想起される場合である．通路が明瞭に見える場合から，

開ければ行けることが明らかなドアの存在まで挙げ

られる．これは極めて境界が希薄であるといえる． 
５．まとめ 

本研究ではあいまいな境界をタイプ 1（現在の状態
から起因して形成される場合）とタイプ 2（現在の状
況から想定される行動によって形成される場合）に分

類した．今後はあいまいな境界が形成する空間におけ

る，類型化を精緻に行い，より良い都市空間がどのよ

うに形成されているかを深化させていきたい． 
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撮影場所 麻布十番（焼き鳥販売店） 下高井戸（青果店） 新宿（飲み屋） 浅草（和食店） 

タイプ 

1 

情

報 

視覚 
直観情報 商品 商品 飲食する人，皿を洗う人 飲食する人々 

論理情報 看板，値札 値札 カウンター席 無し 

嗅覚 焼鳥を焼くニオイ 青物のニオイ おでんの出汁のニオイ 無し 

聴覚 焼鳥を焼く音 店員のかけ声 皿を洗う音，店員のかけ声 無し 

モ

ノ 

論理情報提供 

装置 
オーニング 値札 無し 無し 

活動関係装置 イス，机，ショーケース 商品 無し 無し 

活動 売買行動，行列 商品の品定め 無し 無し 

タイプ 

2 

視覚的連続性 〇 〇 〇 〇 

空間連続性 〇 〇 〇 × 

到達可能性 〇 〇 〇 × 

図-5 「情報」のイメージ図（作図：渡辺） 

図-6 本研究で示したタイプ１とタイプ２によるあいまいな境界の類型 
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